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１月

８日

会長の時間

奉仕を通じて 平和を
吉村会長

皆様、明けましておめでとうございます。今年
もよろしくお願いいたします。商売をしておりま
すので“爽やかニニコニコ現金商売”を常々念頭
に置いています。昨年はどうも弱気になる自分が
いて、それが年末まで続いていたので“チェンジ
⇔自分で切り替える”ことを目標にしています。
正月早々夫婦喧嘩をしましたが、切り替えてすぐ
に謝りました。(笑)

来訪者紹介
森田 幸敬 様

（鶴丸佐賀共栄銀行支店長後任）

出席報告
１２月１８日／メークアップなし
２５名中１５名

(免除 2 名)

78. 26%

１２月２２日／メークアップなし
２５名中２０名

(免除２名)

86. 95%

１月８日／メークアップなし
２５名中１８名

(免除２名)

78. 26%

林妙玲さん
からの
年賀状

佐賀大和ＲＣ E-mail：

年頭のあいさつ
堤眞敏君＝70 歳までジャイカで農業指導をした
後、そのままネパールに住み着き農業をし
ている 90 歳後半の男性が、生き甲斐はと
問われ、70 歳が再スタート、何か人の役に
立ちたい、地域の役に立った足跡を少しで
も残したいと話している記事を読み、地位
も名誉も金も要らないので、何か地域の役
に立ち何か残せたらと思いました。古希で
会長をすることは思いが実現しやすいか
といました。
古賀君＝堤さんの話を聞いて 70 歳まで一生懸命
頑張ろうと思いました。ある勉強会でも
“幾つになっても目標とされるような人
になるように”“役に就いたら後任を意識
しておく”後任を育てるということだと思
いました。職業奉仕についてもまた考えて
いきたいと思います。
緒方君＝クラブが 20 周年になるが、何をしてき
たかなと思いました。私的にはクラブの PR
が足りない営業力不足だと思います。実行
委員長も仰せつかっておりますので、後半
は皆さんの助けを借りて頑張りたいと思
います。どんどん前向きに仕掛けていきた
いと思います。いろいろな会社の方々の話
を聞いていると勉強になります。
上瀧君＝12 月後半に事故処理作業で、生まれて初
めて白バイ先導(これは気持ち良かった)で高
速を逆走しました。一番年を取っていまし
たが、作業は一番早く終わり、まだまだ若
い者には負けないと思いました。今までの
経験を生かし若い人に教えています。
浦川君＝年末からインフルエンザで 38～40℃弱
の熱をだし、正月早々、何年か振りに病院
に行きました。20 周年も控えているので、
体だけは自信を持って、若い力で引っ張っ
ていきたいと思います。
寺崎君＝先人たちの思い、郷土愛、挑戦、チャレ
ンジというものを掘り起こして今年一年
頑張ろうと思います。佐賀には葉隠の教え
がありますが、会津の教えにも「ならぬこ
とは ならぬ」とういうすごい言葉があり、
教養をたしなむためにも人間を形成する
ためにもそういうのを今も守っているの
は素晴らしい。アサヒビールの樋口元会長
が「前例がない。だからやる。」というよ
うな考えでいろいろ挑戦したのだと思い
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１月

８日

ました。私も原点に帰り頑張ろうと思いま
す。
宮原君＝今年 50 歳代最後の年。自分の良いとこ
ろも悪いところも分かっています。悪いと
ころは直らないこということも分りまし
た。それを支えてくださる人達との出会い、
その方々に支えられながら、良いところは
伸ばし、マイペースで頑張りたいと思いま
す。
中西会員＝クラブに関しては、難しいかもしれな
いが出席 100％を達成したい。
暮れから「先生ば頼りしとっけん、長生き
してね」と患者さんに言われることが多く
なったので、医者の無養生と言われぬよう
に自分の健康を管理していこうと思って
います。タバコは止めませんけどね。
吉田君＝会員増強で目標を達成できるように頑
張りたい。昨年は幼稚園に居ないことも多
かったので、今年は、子供達とふれあって
一緒に遊んだりして少しでも痩せて、、活
動していきたいと思います。
浅川君＝国際奉仕は後半にもう一つ、楽しんでい
ただけるようなイベントをと考えていま
す。松梅の名尾に移り住んで 13 年、地元
の正月行事、大明神社と七つの小宮さんに
参りその後鰯を焼いて元旦の昼から酒盛
りをします。部落の風習は嫌いではないの
で、ありがたく和やかに過ごさせてもらっ
ています。部落もロータリーもまずは私が
楽しんで、皆様も楽しんでいただきたいと
思っています。
於保君＝SAA として皆様のサポートを思う様にで
きなかったことを反省しています。元旦か
ら天気が悪く仕事柄雪を溶かす作業に出
ました。昨年も申しましたが、1 月になる
と山間部は雪本番となります。雪は気を付
けますが、凍結は分かりにくいのです。鶴
丸さんが三瀬支店ということですが、本当
に怖いので、鶴丸さんも皆さんもご注意く
ださい。色々な活動も頑張りたと思います。
牧瀬君＝昨年正月は深酒をして鎖骨を骨折しま
したので、深酒はしない、2 次会 3 次会は
自重したので、胃腸の調子も肝臓の数値も
良くなりました。3 人息子がそれぞれ所帯
を持ち今月 7 人目の孫が誕生しました。今
年はスローライフで少しずつ進んでいこ
うと思っています。

佐賀大和ＲＣ E-mail：

奉仕を通じて 平和を

金子君＝親睦委員長としては、毎年海外への親睦
旅行をと言っているのですが、なかなか実
現しませんが、これを考えていきたいと思
います。正月は 15 年ぶりに、かあちゃん
とレ・ミゼラブルという感動的な映画を観
に行ってきました。昨年、牧瀬さんがおっ
しゃっていた ①真剣だと知恵がでる。②
中途半端だと愚痴がでる。この言葉を肝に
銘じ頑張っていきたいと思っています。
堤和之君＝私のロータリーでのポジションは、出
席免除ですが、今年もこのセンで行こうと
思っています。大和 RC は素晴らしいクラ
ブだと思います。今年も“譲”という気持
ちを昨年同様続けていこうと思います。ま
ずは車の運転。次に会社ですが、セブンイ
レブンを見習いなさい。仕事をさせていた
だいたではなく、仕事から学ぶということ
が大事だと話をしてきました。
鶴丸君＝大和支店に赴任以来お世話になりまし
たが、すごく早かった気がします。何も分
からない私に親切に暖かく接して頂きま
した。このご恩は死ぬまで忘れることはあ
りません。次男が学校代表で、今年を漢字
一文字で表すことになったので、『新』と
いう漢字にしました。これはまさしく私の
言葉でもありました。新しい生活、新しい
お客様、新しい挑戦。これからもお世話に
なることもあるかと思いますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
森田さん＝入行して 23 年、佐賀市生まれ佐賀市
育ちですがこれまで一度も佐賀市の店舗
に勤めることがなかったので、これからは
地元で地域や地元経済に貢献していきた
いと思います。若輩者ですが、今後ともよ
ろしくお願いいたします。
眞崎君＝半年経ち、もっともっとうまく裏働きを
すべきだったと思いますが出来ず残念で
した。残り半年、今まで以上に反省を踏ま
えて活力ある運営に携わっていきたいと
思います。
行事予定
月 日
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1 月 22 日(火)

898 回（昼）例会

龍登園

1 月 29 日(火)

899 回（夜）例会

吉野屋

1 月 31 日(木)

植 樹

巨石パーク
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